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第174回一関市教育委員会定例会 会議録 

１ 開催日時 

  開会 平成30年１月25日（木）午後２時28分 

  閉会 平成30年１月25日（木）午後４時21分 

２ 会議の場所 

 花泉支所302会議室 

３ 出席者 

教育長  小 菅 正 晴 

委 員  千 葉 和 夫 

委 員  小野寺 眞 澄 

委 員  佐 藤 一 伯 

委 員  伊 藤 一 志 

４ 会議に出席した関係者及び職員 

教育部長                   中 川 文 志 

教育部参事（花泉支所長）           猪 股   晃 

教育総務課長               佐 藤 鉄 也 

学校教育課長補佐兼学校教育係長        千 葉   充 

教育総務課長補佐兼庶務係長          中 田 善 久（記録） 

５ 議題及び議決事項 

議案第１号 一関市外国語指導助手設置規則の一部を改正する規則の制定について

（可決） 

協議第１号 平成30年度教育委員会教育行政方針について（了承） 

協議第２号 花泉地域統合小学校の建設候補地について（了承） 

６ 報 告 

⑴ 職員による自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について 

⑵ 行事報告及び２月行事予定について 
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７ その他  

⑴ いずみの森幼稚園及びげいび幼稚園のこども園化について 

⑵ 東山小学校新校舎建設整備について 

⑶ 学校における働き方改革方針（業務改善方針） 

８ 会議の議事 

○教育長 最初に現地を見ていただきましたが、中での会議を進めさせていただきます。 

定足数に達しておりますので、ただいまから第174回一関市教育委員会定例会をはじめ

ます。 

協議第２号 花泉地域統合小学校の建設候補地について 

○教育長 ２番の議事についてですが、順番として、議事日程第３、花泉地域統合小学校

の建設候補地についてを最初に扱わせていただきます。 

それでは、議事日程第３、協議第２号、花泉地域統合小学校の建設候補地について、

事務局の方から提案よろしくお願いします。 

○教育部長 それでは、13ページをお願いします。 

（説明） 

○教育長 ただ今の提案につきまして、現地も見ていただきましたが、まず、これについ

てのご質問等よろしくお願いします。 

○佐藤委員 最終的に候補地二つに絞られた。 

二つの候補地ともですね、おそらく、土地改良区の農業としての土地としての条件も

ほぼ一緒であったのかどうか、もし仮に、次点となった場合も、同じように土地改良区と

条件、そういったものに対応しなければいけなかったということに関しては、例えば、今

回の下原地区内の方が、よりそのあたりの条件が難しい条件であって、こちらの次点とな

った方が、学校を造っていくにあたって、造りやすかったのかそういったことはなくて、

だいたい同じくらいの条件だったかどうかというのを確認したいと思います。 

○教育部参事（花泉支所長） ここを建設候補地になっているという部分については、金

流川沿岸涌津土地改良区の所管の農地でありましたし、大区画圃場整備を行っている地域

であるということで、どちらにしても、学校候補地として検討しているのだがどうでしょ

うかと、最終判断を仰ぐ前には、学校統合の検討委員会にかける前、それから学校づくり

推進委員会にかける前、この両方にかける前に、土地改良区の合意とまではいえませんけ

れども、進めていいかどうかという部分についての理解は得る必要があるのではないかと

いうことで、打診をいたしました。 
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優良農地であるので、改良区としては、あまり諸手を挙げて賛成というような話では

ないというようなことでございました。 

統合小学校という、花泉地域にとって非常に重要な事業であるということで、そうい

う用途として、候補地として挙がっていて、ここに建てたいということであれば、こちら

の方として懸案事項があるので、それらがクリアされれば、やむなし、いいよというよう

なお話をいただいてございます。 

両方に関係する部分としては、実は２年ほど前に暗渠ということで、排水をよくする

ために、田んぼの中に糠とか入れて、そこから排水がよくなるように、さっきポコポコと

出ていた、田んぼの端っこの方に筒みたいなものがあるのですけど、あれが暗渠ですけれ

ども、あの事業をやっているのです。 

国庫補助事業でやっているということもあって、今回の候補地については１町歩くら

い暗渠が入っていると、下三ノ町の図書館の前については、もうちょっと多い面積、確認

はとっていませんけども、それよりも多い面積、２町歩くらいあるのかなと思うのですけ

ども、それくらいの事業を入れているので、もし、やるとすれば、国庫補助返還になって

しまうということで、それらについては対応していただけるのでしょうねというようなこ

とでありました。 

それらを県の関係部署ともお話をしたところ、該当するところでの返還になるでしょ

うということでありまして、当該場所であれば、100万円くらいの補助が入っているとい

うことでありますので、それは補償で返すような対応をさせていただきますということと

しております。 

これは、丸２、丸３の両方です。 

それからもう一つは、先ほども説明しましたけども、水路の用水路、緑色の排水路で

すけども、この部分については、線形は変えないでほしいということでしたので、形状は

ちょっと四角になったり、上にグレーチングやったり、それから、もしかすると、車の侵

入とか含めて、グレーチングではなくて、少し大きいヒューム管みたいなやつで土中に埋

めるということも含めて、線形は変えないで、形状はちょっと変わるかもしれませんけど、

それは今後、両者で検討しながら進めていくということであればいいでしょうと、それに

ついても、そのような対応しますということとしてございます。 

それからもう一つ、最後のところが少し難儀な部分があるのですけれども、皆様方の

図面の赤の線で囲われたところの緑の、これ、排水路なのですけども、先ほど通った農道

の部分に少し太い排水路、矢印もあるのですけれども、施設の右側を走っている水路があ

ります。 

施設とかそういうものを建てると、排水が全部ここに、最初はここに流せるなと思っ
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ておったのですけれども、このずっと下流が金流川と合流し、排水されますが、去年の大

雨が降った時に合流地点の排水の水位が上がって、もう少しで排水路があふれそうになる

くらいになったので、ここに建てるとすれば、排水路について、この基幹排水路に流さな

いでほしいというようなお話をされてございます。 

こちらの方としては、手法としてあるかと検討をしたのですけれども、この上の方に、

川の方に矢印、緑の用水路がありますけれども、用水路と隣接するような形で、排水路を

敷設することによって、金流川に流れる排水路が上の方に真ん中らへんの水色が排水路で

すけれども、そこに流すことが可能だと考えて、建設水道課、市役所の部署で現地調査を

してもらったところ、そのような対応が可能だということでしたので、これについては、

真ん中の排水路には流さないで、右上の方にある排水路を経由して、金流川に排出すると

いうような手法をとって対応をしますということを土地改良区の方にお話ししたところ、

それであればいいでしょうということでしたので、三つの要件を付された部分について、

こちらの対応について了解が得られたということでありましたので、土地改良区の方の了

解は得られたものということで、考えてございます。 

○教育長 その他、よろしいですか。 

今日の協議事項ですので、時間の方は、2、30分はかけても、最終的に判断を今日した

いということですので、どんどん質問を出していただければと思います。 

○伊藤委員 土地の安全性なのですが、天災、例えば、地震なんかの耐震、私、3.11の時

には大東地区の方にいたのですけれども、盛り土に建てた立派な校舎が大変だったんです。 

被災した状況の中では、以前のその前の震災で鉄柱を基礎の所に入れたのです。 

その鉄柱さえも折れたりしたくらいひどい状況でした。 

それから、新しい田んぼの中に建てた大原小学校も被災して大変だったのです。 

今度、田んぼの中に候補地として造られるのですけれども、例えば、環境アセスメン

トとか、事前の環境評価みたいなのものをした上でのこういう形だったのか、そのへん。 

○教育部参事（花泉支所長） 環境アセスまでは行っておりません。 

ただ、地盤的には花泉中学校が隣接しておりまして、ほぼ同じ地層になっている、支

持層についても多分同じくらいの底にあるのではないかというような推測はされます。 

先の地震では、花泉中学校の被害は、ほとんどございませんでした。 

ある程度、支持基盤については、地震等に耐えられるような地盤が確保されていると

いうような予想はされるということで、ここの地は大丈夫ではないかということで見込ん

でございます。 

○教育長 その他、いかがでしょうか。 

○千葉委員 ６か所を説明受けながら回ってみた範囲、やっぱり丸２か丸３が適切なのか
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なという印象を持ちました。 

確かにこの川が増水すると、丸２の方はすぐそばということで、ここに建てた場合に、

決めた教育委員会、果たして適切な判断だったのかなということを問われそうな気もしま

すし、そういう意味では、この統合小学校学校づくり推進委員会が提案してきたこの３の

涌津がやっぱり一番適切なのかなというような印象を持ちました。 

何よりも、やっぱり花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会が提案してきた候補地

ということと、それから７地区の懇談会で説明して、理解が得られているというような、

その地域を仮にひっくり返すとしたら、相当の根拠が必要じゃないかなということもあり

まして、ひっくり返すほどの根拠というのは、見当たらないということは、地域の協力を

得て統合小学校を進める上では、やはりこの提案を尊重した方がいいのじゃないかなとい

う気がしますので、３番が適切ではないかなというふうに感じます。 

○教育長 私の方からちょっと質問ですけども、一つは、排水路と用水路、緑色と青ね、

これは両方とも金流川から引っ張ってきているのか、用水路は。 

○教育部参事（花泉支所長） 用水路は、金流川からです。 

厳密に語ると、途中でため池の水も入るような仕組みにはなっていますが、ずっと上

の上流部から基本的には用水として引っ張っているということです。 

○教育長 すると、これは丸２、丸３も条件が同じだと思うけれども、用水路、排水路が

あふれるということは、想定されることなのかどうか。 

○教育部参事（花泉支所長） 用水路は緑色ですけれども、実は花泉小学校候補地と名前

が付いた上部に矢印がありますよね、緑の矢印。 

そこの矢印が道路を横断しているのですけれども、ここから赤の枠のところまで暗渠

です。 

ということは、上から来るものは上であふれることはあっても、下であふれることは

ない、物理的にですね。 

そのようなことになりますし、ただ、あと排水路ですけれども、ここからスタートし

ています。 

道路の所からスタートしておりますので、一番太い真ん中にある排水路からあふれる

ということは、まずないだろうと思ってございます。 

それから、実はちょっと懸念されるのは、右上の方に図書館の方から抜けていて、ち

ょっと上の方に行って、川に沿って行って、金流川に抜けるというような排水路ですけれ

ども、ここが町中の分の排水路になっている部分ですので、ここだけで抜けているわけで

なくて、先ほど見た中学校の上部でも金流川に抜けるところがありますので、２か所くら

い抜けるところがありますので、花泉の郵便局を含めて、あのへんが排水不良で浸水した
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という過去の例はあります。 

こちらの方の排水の方があふれたということはないですので、排水路については、こ

ちらについても今までですと、あふれることはなかったので、大丈夫じゃないかというよ

うなことで見込んではございます。 

○教育長 それから、この赤いところが丸３の候補地になると思うのですが、ここの課題

というのは、用水路が真ん中に通っているということが一つの課題だと思うのですが、そ

れは先ほど説明していただきましたので、それが校舎の真下を通ることはまずないだろう

ということと、運動場の中を通ることもないだろうということで、使い方によっては別に

それが邪魔にはならないだろうというふうに判断しました。 

そうすると、学校の用地の形が上空から見ると、いびつな形をしているというのが指

摘されると思うのですが、この不便さというのは、何かありますか。 

○教育部参事（花泉支所長） 特に用水路の右側というか、部分の面積を考えますと、十

分500人規模の体育館、それから校庭、校舎、プールについては収まるという見立てをし

ておりますので、そこは大丈夫だと見込んでおります。 

○教育長 そうすると、学校への入り口は、中学校側、図書館側からの部分と、消防署の

ところの２か所を想定しているわけですね。 

この真ん中の排水路の途中からは、あまり考えてない。 

○教育部参事（花泉支所長） 管理用道路として取り付ける部分はあるかもしれませんけ

れども、基本的には登下校、あとはいろんな車両侵入についても、この２か所からを想定

しています。 

○教育長 わかりました。そうすると、正門をどちらにするかは、今後ですね。 

○教育部参事（花泉支所長） 委員会の中では、メインストリートに面した方がよいのじ

ゃないかとかありますし、意見もありましたけれども、場合によっては校舎の位置取りに

よっては、消防署側を正門というような両方の考え方があるのかなと、いずれ、両方から

子どもたちが通学できるような仕組みにはしたいなと思っています。 

○教育長 それから、中学校ができたことによって、渋滞とまではいかないけれども、車

が繋がるという話、聞きましたけれども、上の方の細いところから入る形にした場合には、

そういう心配はあるのですか。 

○教育部参事（花泉支所長） この配置でいきますと、消防署側の入り口からは、油島、

永井、涌津方面の方々が主に入ってくるのじゃないかということであります。 

それから、上の方の県道に面したところについては、駅前周辺、金沢、老松、日形、

花泉方面、その方々が入ってくる可能性はあるかなと思っています。 

基本はスクールバス利用を基本と考えたいと思っていまして、子どもたちの部活なり
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塾なりを含めて、様々な家庭の事情によって送ってくるというような方々もいらっしゃる

とは思いますけれども、基本は、近隣は２キロメートル以内、４キロメートルがベストだ

と思うのですけれども、２キロメートル程度の所については、おおむね歩いて来る。 

それから、４キロメートルの間の部分については、親御さんが送ってくるパターンが

多くなる。 

それから、４キロメートル以上については、ほとんどスクールバスを利用していただ

くような対応で、なるべく混雑をしないような工夫も学校としては必要な部分が出てくる

かなと思っていますので、そのような対応はしていきたいと思っています。 

○ 教育長 委員会として、ここでわかりましたと、了解ですという話になった後の話で

すが、その場合には、具体的に土地の交渉にこれから入るということかどうか。 

○教育部参事（花泉支所長） 打診みたいな、協力依頼のような話はしておりますが、ま

だ正式なお話はこういうところで決まってからですというようなことで、お話は進めてい

ますけれども、ここで了解が得られれば、今後、地権者説明会を２月あたりに開催をして、

新年度、用地取得費を予算計上しておりますので、そこで予算が認められれば、新年度で

契約交渉を進めたいと考えてございます。 

○教育長 そうすると、例えば、これで教育委員会としては、わかりました、オッケーで

すという話が出たときに、今後進めていったときに、仮に逆戻りがありうるというのは、

例えば、地権者が売らないということを話した場合、あと、中から何か出てきたような場

合とか、そんなことぐらいだろうなと思うのですが、考えられるのはそのあたりですか。 

○教育部参事（花泉支所長） 東山の例でもあったように、あそこに決めて交渉してみて

駄目だったというような話、そこまでステップアップしていくまでに膨大なエネルギーを

使っていることもございますので、花泉地域としては、協力してもらえるかどうかという

ような打診の仕方をした中で、進めてきておりまして、金額とか何も関係なくですけれど

も、地権者合意は得られておりますので、売らないというような話は出てこないのかなと

いうことを想定はしてございます。 

中から何か出てくる部分については、実は花泉地域、亜炭鉱があります。 

ちょっと小高いところ、もうちょっとスペースがとれるような所もあるのですけれど

も、３町歩くらいとれる小高い山もあるのですけれども、そこは亜炭鉱がその下にあると

いうこともあって、なかなかそういう所には建てられないと。 

このエリアも、実は、旧県道というか、この赤で囲った消防署側というか、こちら方

は亜炭を採掘している可能性がございます。 

ここのエリアの一部、校庭の方の一部、何メートルか入ったくらいのところまでの亜

炭鉱の採掘エリア、そこまで掘ったということではなくて、権利として、そこまで申請を
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して、権利として、そこまであるよというようなことですけれども、そういうふうな亜炭

鉱の心配はありますけども、先ほどお話ししたように、想定されるのは、運動場の端の方

が、ちょっとかかっているということではありますので、下から何か出てくるっていうこ

とは、元々ここは湿地帯の所でもあったので、下から異物が出てくるということとか、何

か構造物があるというようなことについては、あまり想定はしなくてもいいのじゃないか

というような判断はしています。 

○教育長 そうすると、過去には坑道があったというデータは。 

○教育部参事（花泉支所長） 何もないです。 

○教育長 それから、陥没の前例もない。 

○教育部参事（花泉支所長） ないです。 

○教育長 今後は、土地について調査するときには、ボーリング調査を当然、この地域に

ついても行うということですね。 

○教育部参事（花泉支所長） はい、そうです。 

○教育長 わかりました。 

何かそういう全く想定しない部分が突如出てきた場合には、当然、もう１回この教育

委員会の会議の中で、もう１回確認するということが必要かと思いますので、よろしくお

願いします。 

その他、あとよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、協議第２号の花泉地域統合小学校の建設候補地について、この提案

のとおり了解ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、この候補地については、了解ということで進めていただきたいと思

います。 

ありがとうございました。 

○教育部参事（花泉支所長） どうもありがとうございました。 

議案第１号 一関市外国語指導助手設置規則の一部を改正する規則の制定について 

○教育長 それでは、続きまして、議事日程第１に入ります。 

議案第１号、事務局よろしくお願いします。 

○教育部長 ３ページをお開き願います。 

（説明） 

○教育長 ありがとうございました。 
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今、13名ＡＬＴ雇用という話が出ましたが、県内で13名雇用しているところは他にな

いです。 

盛岡あたりでも７、８名でありますので、13名は、県内では圧倒的に多い人数であり

ます。 

これは、市長からもＩＬＣの関係もありまして、国際的に通用する方、そういう理解

の進むという、そういう教育条件は非常に大事だと尊重していただきまして、そういう部

分での13名という配置になっておりますので、市としてもこのＡＬＴの部分については非

常に力を入れているところであります。 

それではよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、これについても了解ということで、よろしくお願いします。 

協議第１号 平成30年度教育委員会教育行政方針について 

○教育長 それでは次、議事日程２、平成30年度教育委員会教育行政方針について、事務

局よろしくお願いします。 

中川部長。 

○教育部長 ４ページお願いしたいと思います。 

協議第１号、平成30年度教育委員会教育行政方針についてであります。 

これについては、毎年度、当初予算と同時に市長の市政方針とともに、教育委員会の

行政方針を議会の方で公表いたしまして、市民に提示するものであります。 

その方針について、協議するものであります。 

文面については、読み上げとなります。 

教育総務課長に読み上げさせて、皆さんに協議させていただきたいと思います。 

○教育総務課長 それでは、５ページを開いていただきたいと思います。 

青字につきましては、見出しでありますので、読む際には省略いたします。 

赤字の部分につきましては、主な変更点というか、そういった部分を強調したものに

なります。 

それでは読み上げます。 

（資料読上げ） 

○教育長 これについて、質問、ご意見等ありましたら、お願いしたいと思います。 

○千葉委員 はい。 

○教育長 では、千葉委員。 

○千葉委員 ８ページの下から、７行目のところ、「なお、中学校の部活動については」
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というところで、「各学校において、平日週１回と第２、第４日曜日を休養日に設定し」

とありますが、これは、いわゆる教職員の働き方改革をメインに置いたものなのか、それ

とも生徒の健康上、例えば、何らかの科学的根拠があってこういうふうにしたものなのか、

ということをお伺いしたいのと、もう一つ、学校の部活動は休養日というときに、スポ少

で活動する分については、これは対象外となるのか、その点について教えてください。 

○教育長 ここは、私の方からお話しさせていただきますが、一つ目の部分については、

これは子どもたちの休養、健康のため、生活バランスのためと、それから教職員の働き方

両方を含んでいる意味であります。 

ただし、ここの項は、あくまで子どもたちの体の面からという項の起こし方でありま

す。 

二つ目のスポ少については、そういう周知を去年から行ったところでありまして、今

年度も来月に申入れを行いたいと考えております。 

○千葉委員 どこに申入れを。 

○教育長 体育協会を通じて、スポ少、それから保護者会、いわゆる部活動とは別の部活

動に入っている子どもたちの親が作っている保護者会というのが結構あるのですが、そう

いったところに申入れを行いたいと思っております。 

○千葉委員 最後に一つ、科学的根拠が何か、週２回、日曜日休んだ方がいいという、何

かデータのようなものは、あるのでしょうか。 

○教育長 今、手元にはないですが、国の方でもスポーツ庁を中心に、休養の役割、休養

の体に及ぼす影響とか、スポーツ選手としてのプラス面とかいうことについては、定説に

なっているというのがあります。 

県の教育委員会でも、平日週１回と第２、第４日曜日休みましょうと全県的な取り組

みになっているということでありますので、以前よりは、今年度から徹底され始めたとこ

ろであります。 

広報が結構、難しいかもしれません。 

○伊藤委員 私も中体連に 17 年ぐらい。 

５年前あたりからですね、とにかく、子どもの活動が過重負担になっていると、親も

それに関連して、送迎とかに時間を費やす、それに耐えうる家庭とかお子さんはいいので

すけれど、耐えられないお子さんは挫折してしまうと、健康上に非常に大きな問題がある

ということで、この問題はかなり懸案になっていたのです。 

全国中学校体育連盟でもそうですし、文科省も取り上げて、今、教育長さんがお話し

されたとおりですけども、それでこういう形になったという経緯があります。 

○教育長 これについて、協議の、今日の最後の項でもって、その他の部分でちょっと触
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れさせてもらいますので、よろしくお願いします。 

はい、佐藤委員、お願いします。 

○佐藤委員 社会の変化に応じた教育の３行目、インターネット等とございますけども、

ここで出てくるインターネットというは、例えば、今、子どもたちが利用するスマホ、そ

ういったものまで含めてでしょうか。 

その場合は、それは家庭教育とか、そっちと関連する可能性があるのですけれども、

ここで扱っているインターネットは、そういったスマホなんかも含めているのかどうか。 

○教育長 これも私の方からですが、含めて考えております。 

それから家庭教育との関係は、本当に非常に密接な関係あるので、家庭の協力なくし

てはできないことなので、これについてはＰＴＡの連合会とか、校長会等を通じて、家庭

への働きかけをしながら、進めていく必要があると認識しております。 

ただ、家庭の中でのスマートフォンの所持とか、使い方とかについては、こういうふ

うにしてほしいと話していますが、最終的な判断は親御さんですから、なかなかそれにつ

いては徹底されないというのが現状であります。 

よろしいですか。 

○佐藤委員 はい。 

○教育長 この教育行政方針については、３月議会で私の方で話させていただきますが、

30年度の方針ですから、これに基づいて30年度の教育がなされていくということになりま

す。 

もちろんバックには、教育振興基本計画、10年間の教育振興基本計画が大きな柱が後

ろにありまして、その上で１年ごとの方針を提示していくということになりますので、そ

ういう点では、非常に大事な方針の設定だと考えております。 

常にこれに立ち返りながら、次年度は政策をチェックして行くということになると思

いますので、よろしくお願いします。 

では、これについてよろしいでしょうか。 

○教育部長 教育長、すいません。 

○教育長 はい、中川部長。 

○教育部長 軽微な変更については、教育長に一任していただくということで、ご了解の

方、合わせていただきたいと思います。 

○教育長 よろしくお願いします。 

これについては、了解ということで、よろしくお願いいたします。 

議事の方、終わります。 
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報告⑴ 職員による自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について 

○教育長 時間の方、押していますので、続けてさせていただいてよろしいですか。 

それでは、３番の報告に入ります。 

括弧１、職員による自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、事

務局よろしくお願いします。 

○教育部長 資料の１をお願いいたします。 

（説明） 

○教育長 これについてご質問ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○教育長 それでは、これについては、ご確認ということで、よろしくお願いします。 

報告⑵ 行事報告及び２月行事予定について 

○教育長 括弧２、行事報告及び２月の行事予定について、まず、私の方から行事報告を

させていただきます。 

資料のナンバー２をよろしくお願いします。 

前回、教育委員会議が12月19日でしたので、それ以降のことについて、報告いたしま

す。 

12月の20日あたりから、小中学校の校長のヒアリングをしておりまして、人事関係で

ありまして、これが26日まで続いておりました。 

同じ日、千厩地域の統合小学校の推進委員会、千厩支所でありました。 

統合推進委員会としては、最後の推進委員会でありまして、これまでの経過説明、そ

れから、今後の予定について、この中で話がありました。 

校舎については、現在、内装も終わりつつあるということで、屋内運動場についても、

現在、進めておるところでありまして、３月には完成予定ということでありますので、開

校式の時には体育館はオッケーという見込みで進んでいるところであります。 

プールについては、７月ころに使えるようになるということでありますので、４月に

はまだということでありました。 

スクールバスは、６台購入して、それぞれのスクールバスの経路についても、地域の

方々に了解をもらった上で予定しているということでありました。 

若干、心配というか、課題なのは、子どもの人数が、非常に微妙なところで揺れ動い

ているというか、４月になるときの子どもの人数が、実は千厩小学校は60人、70人、80人

くらいですが、70人を超えると３クラスになると、70人以下だとだいたい２クラスになる
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ということで、その微妙なところにいる学年が二つくらいあるということでありました。 

よって、もし増えた場合には、当初予定していた学級より増えることになりますから、

その時は、通常の教室でない多目的ホール等を使いながら、開校するということもあり得

るということで報告があったところであります。 

今後、それについては、よく見ながら検討していくということでありました。 

いずれ、千厩小学校については、順調に経過しているということの報告でありました。 

次、第39週、27日ですが、一関市公私連携幼保連携型認定こども園設置運営事業者選

定委員会がありました。 

これは、いずみの森幼稚園のこの後、民間への移譲といいますか、それについての受

け取り先、民間での運営先についての選定委員会でありました。 

その中で、現在の涌津保育園がそれに手を挙げていただきまして、ここで業者から説

明を受けまして、そこに決定したところであります。 

28日、永年勤続優良職員表彰式、これは市の職員が25年勤続したという方々に対して

のものでありました。 

年が明けまして、第40週の１月５日、教育研究所発表大会、これは毎年やっている市

内の先生方の研究大会でありますが、藤沢の縄文ホールでありました。 

今回は、講演と分科会に分かれて研究を行いましたが、講演については金沢学院大の

多田孝志教授が来て講演をしていただきました。 

今進められている対話等の授業の在り方についてのお話でありましたが、この方、北

上出身の方でありました。 

非常に勉強になるお話をみんなで聞いたところであります。 

１月７日、一関市の成人式がありました。 

出席、大変ありがとうございました。 

次のページであります。 

第41週、11日、平成29年度第２回一関市立図書館協議会がありました。 

今年度の状況について、報告を受けたところでありますが、今年度も市の貸出冊数に

ついては、県内で最多でありまして、市民１人当たりに換算すると、１年間で7.9冊を借

りているという状況でありました。 

ただ、ちょっと頭打ちになりつつあるという状況であります。 

ボランティアのこととか、フェイスブック等の情報発信などについてが話題となった

ところでありますが、県内でなぜ一番、一関市がたくさん借りられているのかと、質問が

ありまして、その中で、一つは、条件としていいのは、何冊でも借りられるというのが一

関図書館の特徴ですけれども、簡単に言うと、10冊でも、20冊、30冊でも、１回に借りら
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れる。 

それから、もう一つは、図書館は市民に限定しているところが多いのですが、一関の

場合には、一関市民でなくても、どこの方でも、一定の証明がなされれば、借りることが

できるということで、そこは、他にはない特徴だということでありましたし、書籍にかけ

る予算についても、年間１億くらいかけているということで、これは全国の10万から15万

の都市の中で、全国２番目に多い投入額だそうで、千葉県成田市に次いで多い投入額だそ

うでありまして、そのへんが貸出冊数の断トツの１位に繋がっているのでないかという話

でありました。 

第42週、16日でありますが、一関地方小中学校長会研究発表会が行われました。 

これは、毎年、校長先生方の学習の機会として、自主的にやっているものでありまし

て、四つの発表を聞いたところであります。 

17日、中学生の社会体験学習の第２回の実行委員会がありました。 

これは、中学２年生が原則５日間、市内の事業所において、社会体験、いわゆる職場

の体験を行うものでありますが、今年度もすべての中学２年生が、約1,100名くらいです

が、495の事業所に分かれて、５日間の体験をしたところであります。 

働く喜びとか仕事の大変さとか、挨拶とかマナーとか、非常に成長が見られたという

評価が、事業所、保護者から寄せられたところであります。 

課題とすれば、事業所の数をもっと開拓する必要があるということについて、お話が

あったところであります。 

ちなみに、５日間やっているのは、市内では７校、４日間は３校、３日間が７校であ

りますが、教育委員会の方針として、平成32年度には、すべて５日間で実施するという方

向でもってお話をさせていただいているところであります。 

行事については、以上であります。 

質問ありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○教育長 よろしいですか。 

それでは、行事予定の方について、事務局よろしくお願いします。 

佐藤課長。 

○教育総務課長 （説明） 

○教育長 それでは、教育委員会議の２月の日程ですが、２月21日の午後若しくは２月23

日の午後ということですが、ここについて、いかがでしょうか。 

21日都合の悪いという方、いらっしゃいますでしょうか。 

○千葉委員 私、21日は、他の会議がありまして。 
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○教育長 23日午後、都合が悪いという方は、いらっしゃいますでしょうか。 

議会の日程も関係するので、定足数に達する見込みであれば、どちらかで実施すると

いうことで、了解をお願いいたします。 

それから、その他、何かご質問ありますでしょうか。 

○教育部長 21日は市議会の一般質問の予定ですが、岩渕麗楽さんの競技が21日で、パブ

リックビューイングをやるかもしれないということで、その状況もあるのですが、市議会

の日程を変えてまで市民で応援したいというふうな意向があったりするものですから、流

動的になっていることをご理解いただきたいと思いますので、教育委員会も合わせまして、

対応させていただきたいと思っています。 

○教育長 どうなるかわからないのね。 

○教育部長 今、協議しているところです。 

○教育長 パブリックビューイングというのは、私はわからなかったのですが、皆さんご

存知でしょうか。 

部長、ちょっと説明を簡単に。 

○教育部長 家でテレビを見るのをみんなで見るイメージで、大きなスクリーンに映し出

して、地元から応援しようと、声を届けようというふうなことになります。 

例えば、野球場を使ったパブリックビューイングとか、そういったものがあろうかと

は思いますが、一関の場合は、どこかの体育館、東山の体育館が一番想定されますが、そ

こに多くの方々、市民を集めて、みんなで声を合わせて応援しようというようなことだと

思います。 

○教育長 はい、ありがとうございました。 

それでは、その他のところはよろしいでしょうか。 

はい、千葉委員。 

○千葉委員 ２月11日の予定で、及川和男氏市勢功労者表彰受賞記念祝賀会というのが教

育長に案内がきているようですけれども、市勢功労者表彰賞を受けた方が、例えば、どん

な人でも案内をくれたら、だいたい出席をするものですか。 

○教育長 そういうわけではないですが。 

○千葉委員 この人は、やはり教育関係か何か。 

○教育長 図書館の名誉館長をやられた方ですし、児童文学者ですので、いろんな係りが

あったものですから。 

○千葉委員 わかりました。 

○教育長 これは、文学の蔵の方が中心になって主催するものですから、案内は多分、い

ったと思うのですが、そこはご自分で判断してよろしいかと思います。 
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私は、出席する予定でおりますので、考えられているのは、講演を30分くらいの話を

聞く機会を設けて、あとはちょっとしたアトラクションをやって、懇親会ということみた

いですので、そのへんは委員さん方に案内、ぜひ差し上げたいという部分でもありました

ので、いったと思いますけど、出席については、各自で判断されていいかなと思います。 

○教育総務課長補佐 今日の封筒の中に、ご案内を入れさせていただいておりましたので、

よろしくお願いします。 

○教育長 それから、私の方からですが、キャリア教育のシンポジウム、１枚見ていただ

きたいですが、委員さん方、この２週のところでいろいろな所に行ったり、案内来たりと、

ちょっと忙しい週だと思うのですが、もし可能でしたら、立ち寄って見ていただければと

思います。 

１月30日の午後ですけれども、毎年やっているキャリア教育シンポジウムですが、今

年度は実践発表、弥栄小学校、藤沢中学校さんが発表します。 

弥栄小学校さんは、蚕、繭作りを総合学習で20年くらい取り組んでおりまして、弥栄

に２軒くらいほど、まだ蚕農家があるそうで、そこに行って、子どもたちがそこの農家の

方から、話をしたり、実際に見たりして、その一部を学校に持ってきて、学校で育てて、

繭にして出している、出荷に合わせて出しているという実践をずっとやっているようであ

ります。 

去年、日本蚕糸会の方から表彰を受けまして、皇室の方が来た中で、帝国ホテルで授

賞式に出かけたようですので、そういった実践をやっている。 

それから、藤沢中学校さんは、地域の市民センターとともに地域の活性化のために、

パン作りのメニューを自分たちで考えて、地域の方々と一緒に活動しているという、そう

いう発表であります。 

それから、パネルディスカッションは、私の方でコーディネートさせていただきます

が、今回は、イーハトーブ東北の松本さんという、一高近くのシネプラザの下の、かぶら

やというお店を立ち上げている方ですが、その他にも様々な取組みを今後やる予定のよう

でありまして、地域を元気にするためにいろんな活動をされている方であります。 

それから、小川さんという方は、大東町の渋民にレンズを磨く工場を経営している方

でありまして、ベトナムにもそういう会社を作っているという方であります。 

あとは、高専の柴田校長先生、あとは中学生が２人入りますので、毎年いろんな意見

が聞けて、大変、勉強になる機会ですので、今回もこういう形でパネルディスカッション

をする予定であります。 

もし可能であれば、立ち寄っていただければと思っています。 

それから、教育長・教育委員の研修会が盛岡で午後にありますが、もしよろしければ、
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11時20分くらいの新幹線に乗っていただければ、一緒にお昼食べて参加させていただくと

いうふうに思いますので、これについては、補佐の方にお願いします。 

行事予定について、よろしいですか。 

それでは、行事予定については、以上とします。 

その他⑴ いずみの森幼稚園及びげいび幼稚園のこども園化について 

○教育長 その他に入ります。 

その他の括弧１、いずみの森幼稚園及びげいび幼稚園のこども園化につきまして、事

務局よろしくお願いします。 

○教育部長 資料ナンバー３でございます。 

（説明） 

○教育長 それでは、これについて、何か質問ありますでしょうか。 

では、私の方から確認ですけれども、いずみの森幼稚園については、次年度、平成30

年度は施設の改修を行って、涌津保育園の方に公私連携型のこども園として開設するよう

に移管するということですが、移管というのは、運営を委ねるということと、施設につい

ては、無償で譲渡ということになりますでしょうか。 

中川部長。 

○教育部長 建物については、譲渡いたします。 

譲渡後の施設管理、修繕等については、移管先の法人でやっていただきます。 

土地については、無償で貸し付ける予定です。 

譲渡はいたしません。 

○教育長 すると、施設については、改修を行った後に無償で。 

○教育部長 無償で譲渡するということになります。 

○教育長 わかりました。 

はい、伊藤委員。 

○伊藤委員 統合が二つありますよね。 

人事に関しては、どういうふうなお考えでしょうか。 

○教育長 中川部長。 

○教育部長 いずみの森幼稚園については、民間に委託しますので、市の職員については

引き上げて、他の保育園、幼稚園の方に配属という形になります。 

それから、げいび幼稚園については、どちらも公立でありますので、利用定員が135人

に見合う幼稚園の教員、保育教員を配置するということになります。 

全体の幼稚園、保育園の中で、人事異動をさせるということになります。 
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○教育長 その他、いかがでしょうか。 

佐藤委員。 

○佐藤委員 いずみの森幼稚園は、30年度は通常どおり幼稚園としての活動をしながら改

修をしていくということですか。 

○教育長 中川部長。 

○教育部長 いずみの森幼稚園については、現在、園児がおりますので、30年度も引き続

き幼稚園の運営は行います。 

幼稚園と調整をしながら、長期休暇期間を利用したりしながら、改修をしたいと考え

ております。 

下の表の真ん中は丸いホールになっていて、左側は子育て支援センターということで、

ここは幼稚園でない部分でありますので、このへんから工事をしながら、幼稚園の方には

影響のないようにしたいと思いますし、今現在、いずみの森幼稚園については、３クラス

しかないので、部屋数が足りている状況でありますし、１クラス教室と午睡の部屋があり

ますので、そこをうまく活用しながら、子どもたちに移動させることもあろうかとは思い

ますが、できる限り影響のないようにしながら工事をしたいと考えています。 

○教育長 幼稚園につきましては、現在、10園ありますけれども、８園になるということ

で、小中学校は、結構、統合とかあったのですが、幼稚園については、できたころから全

然マイナスがない状態できました。 

いよいよ、こども園化ということでの、第一歩であります。 

その他⑵ 東山小学校新校舎建設整備について 

○教育長 それでは、括弧２に進みます。 

東山小学校新校舎建設整備について、事務局、中川部長お願いします。 

○教育部長 資料ナンバー４をお願いいたします。 

（説明） 

○教育長 それでは、これについて何か、ご質問ありますでしょうか。 

じゃあ、私の方から、山下設計さんというのは、過去に一関市で契約を結んだことが

あるのでしょうか。 

○教育部長 磐井中学校が山下設計さん。 

○教育長 磐井中、わかりました。 

平成31年１月からは、約１年はプレハブの仮設校舎という過ごし方になるようであり

ます。 

ただ、構造的にも非常に改善が図られるし、それから、長寿命化の新しい一つの例に



19

なりますので、そういう点では、大きな動きだと思います。 

よろしいでしょうか。 

カラーの資料は、後で回収させていただきます。 

その他⑶ 学校における働き方改革方針（業務改善方針） 

○教育長 それでは、括弧３に移ります。 

括弧３は、学校における働き方改革方針について、これについては、私の方から説明

させていただきます。 

資料の５であります。 

現在、国においても働き方改革が話題になっておりますし、教職員の長時間勤務につ

いては、ずいぶん社会的に新聞にもたくさん載るようになっておりまして、非常に問題に

なっておりました。 

市内においても、長時間勤務の方、月100時間を超える方もおりますし、昨年の６月に

時間外勤務について調査した結果だと、市内の小学校は、通常の勤務以外に月40時間くら

いの時間外勤務をしているということでしたし、中学校は57時間ということでありました。 

今度、国の方で考えているのは、60時間を超えると法規制ということですから、約半

分は60時間を超えていたと、中学校はそういうことになりますので、やはり取組みが必要

だということになっておりました。 

そこで、教育委員会としましては、以下の方針で、小中学校について、働き方の改革

方針、業務改善方針を定めたいと思っておりました。 

これは、事務局で皆さんから意見は聞きますけれども、事務局で検討した結果であり

ますので、これを校長さん方に示しながら、この方向でもって努力をしていただくと、一

緒にやっていくということになると思います。 

その方針の一つ目は、教職員についてのものです。 

先生方が勤務時間を意識した働き方を進めると、当たり前のことですが、教職員は残

業しても手当はゼロであります。 

いくら働いても、２時間働いても４時間働いてもゼロでありまして、その代わり４パ

ーセントの勤務手当が付いている、それが給料に一律に上乗せされています。 

その関係で、残業については、手当が全く出ないというのが、日本の教育制度の対応

の仕方でありましたので、これについては、致し方ない部分でありますが、そのために勤

務時間を意識しない働き方が続いてきて、それが結局、時間外勤務、長時間勤務につなが

っていた反省点があります。 

そこで一つ目は、勤務時間を是非意識した働き方をやっていきましょうということで
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あります。 

括弧１として、教職員は、ガルーンで市とつながっている１人１台のパソコンでもっ

て、パソコンをつける、そして、その日、帰るときに消すという作業をすると、自動的に

何時に出勤して、何時に帰ったのか記録されます。 

それを１か月の末に出すと、１か月分が出てくる仕組みになっている。 

それでもって、勤務時間を把握するということを今年から始めました。 

それをさらに意識化していこうということで、月60時間以上の残業者数をこちらの方

に報告している。 

月80時間以上については、残業者の氏名を報告している。 

月80時間というのは、いわゆる過労死ラインであります。 

月100時間以上の部分については、指導していただいて、その後に文書で報告していた

だくという方法をとって、丸２と丸３は、今年度からやっております。 

そういうことを、この後も引き続きやるということです。 

括弧２についてでありますが、できるだけ残業を減らすのはもちろんですけれども、

学校ごとに最終退勤時刻の目標を定めましょうということでありまして、さらに夜の９時

以降は原則として禁止という形をとりたいと思っています。 

ただ、これについては、緊急時の対応と生徒指導上の対応、例えば、子どもが家に帰

ってきていないとか、いろんな問題ありますから、もちろんそれはその後も対応するわけ

で、ただ、そういう場合には、きちんと管理職の許可のもとにやる。 

どうしても駄目な場合は、翌日ということも、もちろんありますけども、そういう対

応を新たにやっていこうということであります。 

外側から、９時までにはとにかく仕事はいくら遅い人でも終わらせましょうというこ

とを目標にしてやっていこうということを強く打ち出しました。 

方針２についてであります。 

方針２は、学校、教育委員会がそれぞれ業務の効率化、精選していきましょうという

ことであります。 

括弧１については、８月13日から15日は、原則学校を閉庁日にしますと、これは今年

度、実施いたしました。 

特に問題はありませんでした。 

括弧２については、職員会議でこういった働き方の部分についても真正面から議題と

していきましょうということであります。 

括弧３は、教育委員会としては、できるだけ研修会を設定しますということで、８月

に早速、研修会をやる予定でおります。 
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それから、その他、市の教育委員会の指示の調査、報告については、できるだけ簡素

化を図っていきますということであります。 

方針の３については、部活動についてであります。 

これは、先ほど質問ありましたように、子どもの休養日ということもありますが、こ

こでは、教職員の分であります。 

括弧１、平日週１日と第２、第４日曜日の部活動休養日を設けます。 

これは、先ほど話したとおり、全県で取り組んでおります。 

文科省は、もう少し多く、日曜日については、土日どちらかということをスポーツ庁

では出しているところではありますが、岩手県内では、これが精一杯なところかなと思っ

ております。 

括弧２については、スポ少、保護者会の学校外の活動について、これは学校の管理下

ではありませんので、権限が及ばないところでありますが、これについても、夜８時を超

えないようにしていただきたいという協力要請を今後やっていこうというものであります。 

ただ、教職員自らが指導者になっている場合がありますから、その場合には率先して、

やりましょうということであります。 

その他としてですが、括弧１は、この働き方改革はあくまで仕事の有効化、効率化を

図る、そういうのが大事なのであって、教育の質の低下を招くものだったら駄目だという

ことであります。 

考え方は、仕事の惰性を排して、限られた時間の中で、より質の高い教育の提供を意

図していくものだということを書いています。 

括弧２は、今後についても随時見直しして行こうというものであります。 

この業務改善方針については、現在、校長会の方に振っておりまして、大方この線で

よいという話はいただいております。 

教職員組合の方にも、組合の幹部にはお話を提供して、意見をいただく予定でありま

す。 

それを踏まえて、校長会議の中でこれを提示しまして、その方向で各学校、共通理解

のもとに今後進めていこうというものであります。 

今日はこれについて、もし皆さん方からご意見があればいただきたいと思っておりま

す。 

説明は以上ですが、いかがでしょうか。 

もしありましたら、よろしくお願いします。 

千葉委員さん、先ほどの関連もありますが、これについては。 

○千葉委員 そうですね、いいのではないでしょうか。 
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○教育長 はい、小野寺委員さん。 

○小野寺委員 部活動の休養日の目標について、中学校になると遠征とかありますよね、

試合とか。 

そういうのにぶつかった時は。 

○教育長 今年度からスタート、厳密にやろうということでスタートしていますから、ど

うしても大会があって、遠征とかでやむを得ない場合には、翌週に必ず振替えをとるとい

う方向でやっておりまして、各中学校、ほとんどの中学校は、それを守っております。 

それから、それが今までの流れからなかなかできないというのも実際にはあるところ

でありまして、それは市内でも数えるぐらいの部活に限られているところであります。 

なかなかこのへんについては、今までの分があるので、難しというのが実態でありま

して、これは傾向ですが、どちらかというと、全国的にも活躍している部活がどうしても

多くなってしまう、そういう対応はせざるを得ないところがありまして、非常に悩ましい

ところであります。 

○千葉委員 ちょっと質問。 

○教育長 はい、千葉委員さん。 

○千葉委員 中学校の部活の先生が、５時までは勤務として部活指導を行い、５時以降の

スポ少の時間もコーチとして出る場合は、残業扱いになりますか。 

○教育長 残業とは別、個人という形でやっているのが、結構います。 

伊藤委員さん、そのへん。 

○伊藤委員 保護者が勝利至上主義というか、そういうものを求めるわけですよね。 

それに応えたいという思いというか。 

一つだけいいでしょうか。 

部活動ではないですけども、私、今、小中高と学校訪問をしていますけれども、その

課題ですよね。 

課題は何かというと、先生方の費やす何というか、公務に関しては、知れているわけ

ですよね。 

ちゃんと企画立案をされた形で、公務をこなせば、それで済むわけですけれども、そ

れで済まない事案がいっぱいあるわけですよ。 

例えば、生徒指導上で何か起こった場合には、もちろん委員会を巻き込んだりもしま

すけれども、その背景にあるのは、親御さんへの対応です。 

これに対して、ものすごいエネルギーを使っている。 

それに対して、翻弄されたりして、教師自身が疲弊していると、勤務時間にくい込む

と、すごく膨大な勤務時間になっているのです。 
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必ずしも部活動のみならず、そういうこともあるということです。 

○教育長 そこは非常に難しいところですね。 

○伊藤委員 はい。 

○教育長 だから、これをあまり一方的に教育委員会として、こうやりなさいという感じ

で出すと、やはり現場をわかってないのではないかというご意見もいただくわけです。 

これだけ苦労しているのにという部分は、確かにおっしゃるとおりある。 

そういう意識があるものですから、そこは一緒にやっていきましょうというスタンス

でないと、なかなかうまくいかないというようなことがあります。 

ただ、これについては、今までもいろいろなところで県の方でも、例えば組合とも一

緒になって、この課題については変えていこうと、もう10年も20年も前からずっとやって

きたのですが、なかなか効果がなかったというのが、事実であります。 

社会的にこれほど話題になってきていますので、やはりこのチャンスにそういう部分

については見直していこうという姿勢を出した方がいいかなということで、これを考えた

ところです。 

これは、国の方の中教審も各県市町村の教育委員会も業務改善方針を一つ作りなさい

ということで、中教審の中でうたっていますので、それをいち早く受けて、作ろうとした

ところであります。 

はい、千葉委員さん。 

○千葉委員 教員が自分のスキルを上げようとして、５時から７時までパソコンをつけっ

放しにしたまま、明日の教材研究をやるというようなことで、７時に帰った場合に、それ

は残業になるのですか。 

○教育長 そうですね、残業になりますね。 

いくら働いてもお金は出ないので、それを残業とするかどうかは、命令したかどうか

ですが、結果として仕事に関係のあることをやっていますので、残業と捉えるべきだと思

います。 

○千葉委員 ５時にパソコンを切って帰って、家で２時間、教材研究やっても、結局、内

容は一緒だけれども、残業とは関係ない。 

○教育長 いわゆる持帰り残業というものは、なかなかその区分けが難しいので、残業と

は考えていないところであります。 

市の職員の場合には、手当が関係しますから、厳密にやっていると思うのですが、持

帰りは、市の職員の場合も別ですよね。 

○教育部長 持帰りもないし、教材研究とか自己啓発の部分は当然ですが、時間外ではな

いです。 
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○教育長 時間外ではないと。 

○教育部長 あくまで自己啓発。 

○教育長 教員の場合、そこがファジーというか、境がはっきりしない。 

教材研究することも確かに仕事の一部の部分、ひいては自己研修して外に出かけて、

自分を膨らますこと、本を読むことも研修、仕事だと言われると、そこまでは拡大しすぎ

という部分もあり、非常に難しいところがあって、その結果として、一律４パーセントの

勤務手当になっているという部分あるわけです。 

佐藤委員さん、いいですか。 

○佐藤委員 先生方から、こういった改革案がというようなことは、あるのですか。 

提案とか。 

○教育長 今まではあまりないですね。 

ここの方針の２の括弧２に書きましたけれども、例えば、定時退勤日設定、部活動時

間上限設定、整理整頓アイディアなど、各個が工夫してできることに取り組みますという、

こういった部分を反応していただくとありがたいと思います。 

でも実際、今までは、例えば、学校の中で組合中心でですね、こういったことをやろ

うとそれぞれ進めてきたという部分はあると思います。 

それでは、よろしいでしょうか。 

これについては、こういう形で提示しながら、一歩踏み出したいと思いますので、わ

かってください。 

それでは、以上でその他の事項を終わります。 

よろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、以上で第174回一関市教育委員会定例会を終了いたします。 

ありがとうございました。 


